
＜こんにちは「城陽市長」＞

右から、高橋直樹、奥田敏晴、岡本哲也、友本浩嗣（自治労城陽市職執行委員長）

人とモノが行きかう“ＮＥＷ城陽”へ飛躍
奥田敏晴さん （京都府城陽市長）

高橋直樹 さん （京都自治総研副理事長・自治労京都府本部執行委員長）

司会／岡本哲也 さん （京都自治総研専務理事・自治労京都府本部書記長）

岡本 今日は有り難うございます。

市長は、城陽市の中心部、寺田のご出身で、

1999 年に初めて京都府議会議員に当選されて

以来、2013 年まで 4 期を務められました。そ

の後、2013 年 9 月に城陽市長に初当選され、

現在は 2期目ですね。城陽市政に関われて 6年

（府議会議員 14 年）になります。これまでを

振り返っていかがですか。

府議会議員の経験を城陽市政に活かす

奥田 当初、市長になる予定はまったくありま

せんでした。そのまま府議会議員でいたら、今、

6 期目になりますね。府議会には常任委員会が

あって、若い頃は、委員長や副委員長を務めま

した。そういう仕事にやり甲斐を感じていたの

ですが、3、4 期目になると、委員長職は若い

人が担当することになるので、ちょっと空く時

があります。同期の人は、今、議長になってい

ます。議員は、議長にやり甲斐を感じます。私

も、やがてはそういう立場にさせてもらえると

思っていたのですが、市長に出馬するという、
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思ってもいなかっ

たお話が出てきま

した。周りの方々

と相談しながら、

最終的に、「政治

家として、議長に

なるのも一つだけ

れど、城陽に戻っ

て、府議会議員の経験が生かせれば、それもい

いな」と考え、決断しました。

府議会議員になるまでは、城陽のことしか知

りませんでしたが、議員になって、京都府域全

体のことを考えるようになりました。それが、

かえって城陽がどういうポジションにあるかが

わかるようになりましたね。

高橋 長岡京市や向日市、京田辺市の市長も、

府議会議員を経験されていて、みなさん「府議

会議員として、京都府全体の状況や、京都府の

システムがわかったから、市長になった時には、

それが役に立った」と言われます。

新名神の開通で

“人とモノが行きかうハブ都市”に

岡本 2017 年に、

2 期目の市長に当

選された後、「未

来に向かって大き

く躍動する新たな

城陽“ＮＥＷ城

陽”」を掲げられ

ました。その思い

はどのようなものでしたか。

奥田 城陽の歴史を遡ると、1951 年、久世郡

寺田村、久津川村、富野庄村の 3つの村と、綴

喜郡の青谷村が合併して、城陽町ができました。

その頃の人口は 1 万 5000 人です。その後、急

速に宅地開発が進み、バブル期の 1995 年には

8 万 6000 人近くまで増えました。当時、市に

なるためには、人口 5万人という要件がありま

したが、1972 年に、3万人で市に昇格しました。

1960 年に、池田勇人内閣が掲げた「国民所

得倍増計画」によって、日本は高度経済成長に

入ります。その頃から、城陽市の人口が伸び始

め、右肩上がりで大きな発展をしました。当時、

“まち”と言われたのは、京都市内から城陽市

の寺田まででした。

以前は、農地の宅地開発が簡単にできました。

田んぼを埋め立てたら家を建てられた。その縛

りがきつくなったのが、1971 年です。農地法

が改正され、市街化区域しか住宅は建てられな

くなった。

高橋 私の親戚

は、結婚して、寺

田に新居を構えま

した。今も、古川

沿いの住宅に住ん

でいます。城陽市

は、京都市の“ベ

ッドタウン”とい

うイメージでした

ね。

奥田 “ベッドタウン”が、城陽の発展、人口

増をもたらしました。転入される方は現役世代

が多く、職場は城陽の外で、夜、城陽へ帰る。

税金は城陽に納める。

その当時、いろいろな施設を造りましたから、

今になってしわ寄せがきています。当時に造っ

た“ハコモノ”が、今は修理に追われています。

それに、30、40 歳代で転入された方は、今は

高齢になっています。

高橋 親戚も、京都市役所に勤めていましたが、

再任用が終わる歳になっています。

奥田 さらに問題なのは、その方たちの子ども

が、地元の小学校、中学校、高校、大学に進学

されたあと、就職するときには、必ず城陽を出

ていってしまわれることです。

高橋 そうですね。親戚の子ども 2人も、城陽
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新市街地として開発が進む「サンフォルテ城陽」

の市外に出ています。

奥田 子どもが城陽に住んでもらえたら問題な

いのですが、“ベッドタウン”だけでは、まち

の持続的発展は難しいですね。そこで、2023

年度末に予定されている新名神高速道路の全線

開通にともなって、城陽にインターチェンジが

できますので、それを契機に、城陽市は、近畿

の要衝として、これまでの“ベッドタウン”の

まちから、“人とモノが行きかうハブ都市”と

して、大きく飛躍します。

現在、インターチェンジ近くにある「サンフ

ォルテ城陽」には、日本郵便やユニクロ、物流

センターなどの企業が入っています。また、市

南部地域を東西に横断する国道 307 号線の沿道

にある「京都山城白坂テクノパーク」に、日建

リース工業や日本酒類販売などが、操業開始さ

れました。

また、城陽カントリー倶楽部の南側、木津川

運動公園の東側に、「アウトレット」が、2024

年春に開業する予定です。規模は、「竜王アウ

トレット」の約 1.5 倍の広さになります。

これらの産業集積によって、雇用も増え、人

口も増加すると思っています。

岡本 インターチェンジができることで、城陽

のまちが、ガラッと変わりますね。

奥田 城陽市は面積が 32 平方 km、東西 9km、

南北 5.4km で、人口は 7 万 5000 人ほどいます

けど、そのなかに山もあるので、小さなまちで

す。その中にインターチェンジが 3つもある。

こんなまちはないですよ。

高橋 2018 年度に策定された「京都城陽 産

業かがやきビジョン」では、「城陽新時代 人

とモノが行きかうハブ都市」をめざして、「産

業マッチングプロジェクト」「産業ネットワー

ク構築プロジェクト」「新産業創出プロジェク

ト」の 3つを重点施策とされています。多くの

企業が集積するまちになると、雇用の確保と同

時に、住んでもらうことも大切になりますね。

それに、外国人労働者も増えていると聞いてい

ますが。

奥田 そうなんです。ベトナムの方が増えてい

ます。どういう仕事をされているかは把握し難

いのが現状です。

高橋 行政としても放置できないですね。災害

避難も課題になります。

奥田 外国人の方にも、防災訓練に参加しもら

っています。知っておいてもらうことは大切で

す。課題はたくさんあって、日本全国、どこも

同じような問題をかかえています。

高橋 財政的には、まだまだ厳しいようですね。

人口増加時代に建てた「文化パルク城陽」を、

売却したうえで、市が借りるという「セール・

アンド・リースバック方式」を、2017 年に採

用されました。「セール・アンド・リースバッ

ク方式」という手法は、あまり聞かないのです

が、他の自治体でもやっているのですか。

奥田 やっている自治体は、2、3 ありますよ。

リース会社は、価値のあるものしか乗ってきま

せん。同じ施設であっても、ただ古いだけなら、

応募してくれません。やりたい自治体があって

も、応募してくれないと、取り組めない。幸い、

城陽の場合は、応募企業がありました。

高橋 そういう発想は、どこから生まれたので

すか。

奥田 職員がよく勉強していて、そういう例を

知っていました。

今後、どの自治体も財政が厳しくなっていき
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ます。家庭では、収入の範囲内で支出をしてい

ます。それができない場合は、例えば家を建て

るときには、ローンを組む。

今の日本の制度で、自活できる自治体は、ご

く限られています。地方交付税の配分は、国が

コントロールしていますね。自分で稼げる自治

体にならないといけません。その方法はいろい

ろあると思いますが、工夫しながら、いろいろ

な知恵を出しあって運営しています。

岡本 城陽は、財政的に、京都府内で一番厳し

いと言われていました。4、5 年前、自治総研

で財政分析をしたとき、ハコものが多すぎると

いう特徴があるのがわかりました。その結果、

その運営費が義務的経費になっていました。

市長は、「ＮＥＷ城陽」を掲げて、新名神の

開通を契機に企業誘致をすすめ、そこで働く人

材の確保やマッチング事業に取り組まれている

のは、これまでの城陽のイメージを、一新する

取り組みですね。

奥田 “ベッドタウン”のままだったら、沈没

するだけです。チェンジしなければ、今後も市

はよくならない。

道路や駅周辺の整備で、利便性を加速

岡本 新名神の開通に合わせて、企業団地やア

ウトレットもできるので、市内の道路も整備す

る必要がありますね。

奥田 新名神の横に 4車線の側道を造って、宇

治田原までの道路を整備します。それによって、

アウトレットや、新たにできるスマートインタ

ーチェンジへのアクセスも、良くなります。

高橋 この間、宇治田原町長の西谷信夫さんと

お話をさせてもらいましたが、新名神の開通を

待っておられました。

奥田 私たちもおおいに期待しています。宇治

田原町と和束町は、道路への期待が大きいです

ね。今日は、どこから来られましたか。

高橋 新名神の城陽インターチェンジを降りて、

改修中の、古川の横を通ってきました。防災対

策のための改修ですか。

奥田 拡幅工事で 2、3 倍の広さになります。

2012 年 8 月に、南部豪雨がありました。古

川は一級河川で、城陽市の市街地の 86 ％を流

域とする河川ですから、寺田地域でも多くの浸

水被害が発生しました。そのため京都府は、古

川の最下流にある久御山町で、流下能力を 1.5

倍に高める計画を進めています。また、城陽の

寺田地域は、浸水被害の解消をはかるため、特

別緊急事業として、古川の改修をしています。

岡本 私は、今日、近鉄の寺田駅から、歩いて

来ました。近鉄以外にＪＲも通っていて、便利

なまちですね。

奥田 城陽には、ＪＲと近鉄を合わせて 6つの

駅があります。ＪＲ奈良線は複線化される予定

ですから、それもまちづくりに活かしていきま

す。ＪＲ山城青谷駅は、新駅舎を建てて、駅前

広場をつくります。近鉄寺田駅前にもロータリ

ーをつくる。それらには、一時的に多額の資金

が必要となりますが、将来に向けての投資だと

考えています。投資することで、企業活動や会

社運営、商売活動、住民の利便性が高まれば、

いずれ税収として戻ってきます。整備する予定

の施設は、長く使えるものですから、長期スパ

ンで方針を決めています。このまま何もしない

と沈没するまちですので、市民の応援をいただ

きながら、しっかりとつくりあげていきます。

温暖な気候や肥沃な土壌を活かして

特産物を栽培

岡本 城陽は、「青谷の梅」、「イチジク」など、

よく知られた特産物がありますね。

奥田 城陽には“ゴリゴリ戦隊 五里ンジャ

ー”がいるんです。“ゴレンジャー”を文字っ

て作った、ローカルヒーローで、いろいろな催

しの時に登場します。これらが登場する、市の

ＰＲ動画は、2017 年度の京都広報賞で「知事
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“ゴリゴリ戦隊 五里ンジャー”『 KYOTO SIDE 』より

賞」を受賞しました。

城陽市は、京都から五里（20km）、奈良から

も五里（20km）に位置することから、「五里五

里」と言っています。“五里ンジャー”には 5

つの色があって、ピンクは梅、紫は花ショウブ、

黄色は寺田イモ、緑はお茶、赤はイチジクと、

それぞれ城陽の特産物を表しています。“五里

ンジャー”の歌もあって、庁内では昼休みに流

れます。「あっち京都、こっち奈良、その真ん

中、城陽」という歌です。2 番には「めっちゃ

田舎、めっちゃ都会、その真ん中」と。住みよ

い自然を残しながら、新しく開発して発展して

いきたい、まるきり農村でもない、まるきり都

会でもない城陽をめざしています。

高橋 「青谷の梅」は、全国的にも有名ですね。

「イチジク」も、スーパーで主要なシェアを占

めていて、昨年も食べましたが、大変おいしい。

奥田 城陽市のイメージキャラクターは、「じ

ょうりんちゃん」という「イチジク」です。

高橋 「イチジク」が熟す 8月から 9月にかけ

て、「イチジクフェスタ」という催しをされて

いますね。

奥田 日本食で有名な、「菊乃井」の村田吉弘

さんや、東京からは「オテル･ドゥ･ミクニ」の

三國清三さんも来られました。

高橋 フランス料理には、「イチジク」を使う

料理があります。最近は、「イチジク」を料理

に活用する人が増えているように思いますが、

城陽市のイメージ・キャラクター

“じょうりんちゃん”

「イチジク」の旬は短いですね。1 カ月くらい

しかない。

奥田 今、瞬間冷凍して、海外に輸出できない

か、研究してもらっています。ドライフルーツ

にしたら値打ちが半減しますからね。どこで解

凍しても、美味しく食べてもらえる方法がない

かと、研究を頼んでいます。城陽の「完熟トマ

ト」も美味しいですよ。

農産物は、1 次産業としての生産、2 次産業

として食品加工、3 次産業としての流通・販売

がありますが、それらを総合的、一体的にして

さらに付加価値を生み出そうという「6次産

業」にまで広がっていますから、まだまだ成長

できる分野だと思っています。

高橋 「寺田イモ」というのもあるのですか。

奥田 生育に適した砂があるので、美味しいイ

モが生産されています。「イモ掘り」もやって

いますよ。

高橋 「青谷の梅」を利用した「梅酒」もいい

ですね。

奥田 「青谷の梅」は、肉厚です。需要が多す

ぎて足りないほどです。祇園に本店を持つ「梅

干し」の専門店「おうすの里」は、城陽の久津

川が発祥地です。今は、嵐山、二年坂、三年坂

に店を出していて、宇治にも出店するそうです。

一般的に塩辛く酸っぱい「梅干し」ではなく、

1 粒 500 円から 600 円する高級品で、そのまま

でも食べられる。お茶受けもできます。
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岡本 白浜の「とれとれ市場」に行ったら、た

くさんの、和歌山の「梅」が売られていました。

京都では城陽の「梅」が有名ですが、近畿圏で

みると、「梅」は和歌山だと思われがちですね。

奥田 和歌山は「南高梅」です。城陽とは品種

が違います。

高橋 今度できる「アウトレット」に出店すれ

ば、販路が広がりますね。滋賀県の竜王にある

「アウトレット」では、地元の特産物が売られ

ています。

奥田 城陽にできる「アウトレット」は三菱地

所グループで、滋賀県の竜王にあるのは三井と、

会社の系列が違うんです。そういうことも、三

菱地所に提案しています。

それに、ＪＡとの関係や、商工会議所との関

係もありますので、どう、うまくまとめていく

かが、課題となっています。

岡本 新名神のインターチェンジ近くに、ＪＡ

ショップをつくってみてもいいですね。遠方か

ら行く者にとっては、立ち寄りやすい場所に特

産物を売る店があると、便利です。

高橋 城陽の特産品には、「てん茶」もありま

すね。「お茶」というと宇治や宇治田原、「玉

露」は京田辺というイメージがあります。

奥田 城陽は知る人ぞ知るお茶の名産地で、

「てん茶」は日本一です。伝統的な「よしず」

や「こも」を使って遮光調整した、最高級の

「浜茶」も生産されています。昨年の秋には、

城陽で初めて、関西茶品評会を開催しました。

その時に、「てん茶」部門で城陽が 1 位になり

ました。

府内最大級の古墳群で観光客を誘致

高橋 城陽市には、京都府内で最大級の古墳群

がありますね。城陽は、あまり「観光」のイメ

ージがないように思いますが、古墳がたくさん

あるので、「観光」に結びつければ、観光客が

増えるのではないかと思うのですが。

奥田 日本最古級の芝ヶ原古墳をはじめ、多く

の古墳が、久津川駅周辺に点在しています。

木津川、淀川水系において、大阪府高槻市・

茨木市の三島野古墳群、乙訓地域の古墳群とと

もに 3大古墳群の 1つです。その数は、城陽市

から宇治市にまたがる丘陵や平野部に、100 基

以上あります。

古墳は、城陽の歴史を物語っていると思いま

す。城陽の歴史民俗資料館には、石棺が展示さ

れています。本物は京都大学にあるので、資料

館にあるのはレプリカですが。それを見ると、

豪族が住んでいたことがわかります。大和と城

陽とのかかわりは深いのではないかと言われて

います。教育委員会が発掘し、新たな発見があ

ります。

私は、「早く卑弥呼の墓を見つけてくれ」と

言っています。前方後円墳の形のお皿をつくっ

て、カレーを売るとかしても面白いですね。

職員はやり甲斐をもって、楽しく仕事を

岡本 最後に、職員に対して、何かメッセージ

がありましたら、一言お願いします。

奥田 職員はよく頑張ってくれています。仕事

に対して、やり甲斐をもって、楽しく仕事をし

てもらいたいですね。そうすれば、心が入って、

いい事業ができます。市民にもそういう気持ち

が伝わります。夢をもって、楽しく仕事をして

もらうのが一番です。

岡本 今日は、有り難うございました。これか

らも市民のためにご活躍されることを祈念して、

本日の対談を終わりたいと思います。
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